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平成２０年国民健康保険税等の改正・廃止に関する連合審査会会議録 

 

平成２０年１０月２３日（木曜日） 

開  会  午前１０時００分 

閉  会  午前１１時５３分 

                                         

○議事日程 

審査事項 

 ・議案第 ７号 白老町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について 

・議案第 ８号 白老町乳幼児医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

・議案第 ９号 白老町重度心身障害者及びひとり親家庭医療費の助成に関する条例の一部

を改正する条例の制定について 

 ・議案第１０号 白老町老人医療費の助成に関する条例を廃止する条例の制定について 

 ・議案第１１号 白老町下水道条例の一部を改正する条例の制定について 

                                         

○会議に付した事件 

審査事項 

 ・議案第 ７号 白老町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について 

・議案第 ８号 白老町乳幼児医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

・議案第 ９号 白老町重度心身障害者及びひとり親家庭医療費の助成に関する条例の一部

を改正する条例の制定について 

 ・議案第１０号 白老町老人医療費の助成に関する条例を廃止する条例の制定について 

 ・議案第１１号 白老町下水道条例の一部を改正する条例の制定について 

                                         

○出席委員（１５名） 

委 員 長 玉 井 昭 一 君      副委員長 氏 家 裕 治 君 

委  員 西 田 祐 子 君      委  員 山 本 浩 平 君 

委  員 大 渕 紀 夫 君      委  員 土 屋 かづよ 君 

委  員 松 田 謙 吾 君      委  員 熊 谷 雅 史 君 

委  員 及 川   保 君      委  員 近 藤   守 君 

委  員 本 間 広 朗 君      委  員 前 田 博 之 君 

委  員 斎 藤 征 信 君      委  員 吉 田 和 子 君 

議  長 堀 部 登志雄 君 
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○欠席委員（なし） 

                                         

○説明のため出席した者の職氏名 

     副 町 長    目 時 廣 行 君 

     町 民 課 長    安 達 義 孝 君 

     町民課国保・年金Ｇ主幹    小 関 雄 司 君 

     町民課高齢者医療・給付手当Ｇ主幹        舛 田 良 道 君 

     行 財 政 対 策 室 長    山 口 和 雄 君 

     行財政対策室主幹    大 黒 克 己 君 

     病 院 事 務 長    丸 山 伸 也 君 

     上 下 水 道 課 長    辻   昌 秀 君 

     上下水道課業務Ｇ主幹    畑 田 正 明 君 

                                         

○職務のため出席した事務局職員 

     主   幹    森   隆 治 君 

     書   記    小山内   恵 君 



 3 

                                         

◎開会の宣告 

○委員長（玉井昭一君） ただいまより、国民健康保険税等の改正・廃止に関する連合審査会

を開会いたします。 

（午前１０時００分） 

                                         

○委員長（玉井昭一君） 本日の委員会の日程について事務局から説明いたします。 

○事務局主幹（森 隆治君） 本日の委員会は、担当より説明を受けまして、その後質疑をし

ていただく予定となっております。昼からも引き続きこの会議を開催する予定となっておりま

すので、よろしくお願いします。以上でございます。 

○委員長（玉井昭一君） 次に、今回の連合審査会の開催経過についてご説明いたします。 

 審査案件である議案第７号から議案第 11 号までの５件については、平成 20 年定例会９月会

議において産業厚生常任委員会に審査付託されたものであります。 

議案の内容は、白老町国民健康保険税条例の一部を改正する条例、白老町乳幼児医療費の助

成に関する条例の一部を改正する条例、白老町重度心身障害者及びひとり親家庭医療費の助成

に関する条例の一部を改正する条例、白老町老人医療費の助成に関する条例を廃止する条例及

び白老町下水道条例の一部を改正する条例の制定についてであります。 

行政の担当窓口は、町民課及び上下水道課となり、所管する委員会は産業厚生常任委員会で

ありますが、新財政改革プログラム案として、財政健全化の全体に及ぶことから総務文教常任

委員会にも関連することになります。 

白老町議会会議規則第 71 条の規定では、他の関連した委員会と協議して、連合審査会を開く

ことができるとされていることから、先般、総務文教常任委員長の及川委員長と協議させてい

ただき、連合による審査について快諾をいただいたところであります。各委員におかれまして

は、よろしくご審議をお願いいたします。 

 次に、連合審査会の進め方の要点等について、事務局から説明いたします。 

○事務局主幹（森 隆治君） それでは、先にお手元に配布しております、連合審査の開始手

続き等についてという部分でございますけれども、それを見ていただきたいと思います。 

 今、委員長からも説明がありましたとおり、協議を整えて連合審査ということになっており

ます。その資料の６番について、簡単にご説明をさせていただきます。 

 まず、②の会議の主催は、主管委員長が行うということになっております。これは、産業厚

生常任委員会に付託されていまして連合審査という形になっていますので、産業厚生常任委員

会で進めるということになります。 

 また、③の連合審査会の記録等は、主管委員会が行うということになっております。これは

産業厚生常任委員会になります。 

 続きまして④です。各委員会の定数のそれぞれ半数以上が出席することが望ましいというこ

とになっております。きょうはほとんどの方にご出席いただいております。 
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 次に⑤番でございますけれども、連合審査会においては、説明、質疑、意見の申し出のみと

いうことになっております。 

 次に⑥ですけれども、案件に対する意思の決定は付託されている委員会にあるので、討論、

表決、採決は主たる委員会において行うということで、質疑等については、この連合審査で行

っていただきますが、討論、採決は産業厚生常任委員会が行うということになっております。 

 ⑦の審査会の終了ですが、５点ほど書かれております。連合審査会はこの後も開催されます。

全体の中で質疑等が終われば、そこで連合審査会を閉じるという流れになります。したがいま

して、その期日を含め、これからの流れの中でどの段階で質疑が終わるかというところで連合

審査会を終了することになります。その後は、先ほど説明いたしました、討論、採決というこ

とになりますが、それについては、産業厚生常任委員会が行うということでございますので、

あらかじめご承知おきいただきたいと思います。 

 なお、ご質問、ご答弁は委員会ですので着席のままお願いいたします。ただ、会議録作成の

ため、本会議に準じ、挙手をしていただき、委員長の指名の後、マイクを通して、発言、答弁

をお願いすることになります。以上でございます。 

○委員長（玉井昭一君） 報告が一つありました。前後して申しわけございませんが、山本委

員が 15 分ほど遅れるという連絡が入っております。ということでございますので、そのまま進

めたいと思います。 

 次に、審議に入ります前に副町長からごあいさつをいただきます。副町長。 

○副町長（目時廣行君） おはようございます。 

 まず、議案第７号の白老町国民健康保険税の一部改正条例案の連合審査会における審議にあ

たりまして、一言ご報告とお詫びを申し上げさせていただきたいと存じます。 

 本年１月、新聞紙上に道の調査に基づき、国保税の資産割額について、一部不適切な事例が

判明したとの報道がありました。残念ながら、白老町は資産割課税を対象としている 150 の保

険者のうち、不適切であった 40 保険者の一つであることが報道されました。このことにつきま

しては、国及び道から不適切な状態を解消するよう指導を受け、その対応について、これまで

検討を行ってきたところでございます。共有資産の国保税への課税誤りにつきましては、１月

末の産業厚生常任委員会において、その内容を説明・報告させていただいておりますが、今般、

この問題を含め、国保運営協議会に資産割課税のあり方とその是非について諮問させていただ

き、答申をいただいたところでございます。 

 国保運営協議会からは、資産割の課税状況を見ると、現在はその大部分が居住のための資産

であり、制度発足当初の富裕税的な目的と大きくかけ離れており、個人所有の資産には既に資

産税が課せられており、その資産税にさらに国保税を賦課することは二重課税の観があること。

また、資産を持つ世帯と、資産を持たない世帯間で負担格差が生じており、さらに高齢化の進

展等により低所得層で資産を保有している世帯が増加しているなどとする指摘を受けておりま

す。この結果、国保運営協議会からは、資産割は廃止することとの答申を受けたところでござ

います。町としましては、この答申内容を尊重するとともに、庁内内部においても検討を重ね、
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本改正条例案のとおり提案させていただいているところでございます。 

 さて、今回の共有資産にかかわる問題でございますが、先の常任委員会においてもご説明を

申し上げておりますが、資産ごとの共有割合について、現システムに取り込むためにはまず資

産全件の調査が必要であります。さらに、毎年一定の期間に調査を繰り返し、常に漏れのない

よう共有の状況の確認が資産割課税を行っていくためには必須であります。これらのことを行

うためには現有の職員では対応できないため、新たに委託業務とした場合、初年度には 1,400

万円、継続調査を行うためには数百万円の費用が必要であることがわかっております。 

 これらのことを国保運営協議会に報告し、お考えをお伺いしたところ、町の不作為が最も重

大な要因であることから、３年間分を遡及し、賦課することについては町民の理解を得ること

は難しいこと、さらに、賦課漏れ分を賦課するにあたっては、調査に要する経費やシステム改

修経費など、費用対費用効果から適切ではないとのご指摘を受けております。これらの審議を

踏まえ、国保運営協議会からは、賦課漏れは町の不作為が最も大きな要因であると判断せざる

を得ない、その責任の所在を明らかにするとともに、町の責任において補てんすることが適当

であると町長に答申されたものであります。 

 このことから町といたしましても、関係課長及び担当者には厳重注意するとともに、理事者

としても町民の皆様並びに町議会に対しまして深くお詫び申し上げるしだいでございます。ま

た、賦課漏れ分につきましては、新財政改革プログラムに沿い、国保会計赤字分の解消として

合わせて、一般会計からの繰り出しにより赤字額全体を解消する考えであります。今後はこの

ことのないよう、常に事務事業の点検を行い、国保事業運営にあたる所存でありますのでご理

解をいただきますよう、よろしくお願いを申し上げます。以上でございます。 

○委員長（玉井昭一君） 前田博之委員。 

○委員（前田博之君） 今、副町長の報告について、お聞きできませんか。 

○委員長（玉井昭一君） 副町長がお受けいたしますということでございますので、質疑を受

けます。前田博之委員。 

○委員（前田博之君） 内容は承知しましたけど、１点ほどお聞きしたいのですけど、その前

に、私が今質問するのは、この案件について私は予算か何かで質問したことがあります。それ

で私は、産業厚生常任委員会の委員ではないのです。その間の詳細については、今わかった話

ですので、その部分について質問するということでございます。ですから、私は会派にも入っ

ていませんので、一切、産業厚生常任委員会からこういうことがあったと同僚の委員から聞く

立場にもないし、担当のほうからも説明受けていませんでしたので、私はあえてお聞きします。 

 それで、今、副町長のほうでこの件に関して賦課漏れの部分については一般会計のほうから

出しますという話であって、当初、私、担当課長のほうに、この賦課されていなかった部分に

ついて概略でいいからどのぐらいの金額なのと言ったら、調査して後で報告しますと言って、

きょうまで延びていますけども。係る経費については、今、報告で聞きましたけど、現実に詳

細の金額は多分出せないと私も思っていますけど、概略でわかると思うのですけど、もし、そ

れを、賦課をこれからしないと言っていますけども、その額としてはいくらぐらいに押さえて
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いるのかお聞きします。 

○委員長（玉井昭一君） 安達町民課長。 

○町民課長（安達義孝君） 総額的には、概算で３年で 500 万円ほどございます。以上です。 

○委員長（玉井昭一君） それでは、予定を進めます。 

 まず最初に、議案第７号 白老町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について

を議題に供します。 

先の本会議において、改正の概要と議案説明を終えておりますが、新たな資料の提出があり

ますので説明をいただき、その後、質疑をいただきます。 

安達町民課長。 

○町民課長（安達義孝君） まず最初に、10 月１日の異動で町民課に配属されましたので、今

後ともどうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、第７号の説明でございますけども、お手元に出ている前に、若干９月定例会でも

前課長のほうから説明していると思いますが、改めて説明申し上げたいと思います。 

 平成６年度以来据え置かれました保険税については、応能応益の平準化が図られていない現

状で、道内類似団体及び管内市町村の保険税と比較しても、当町の応能割が平均より高く、逆

に、応益割は平均より低く抑えられていました。総合扶助の原則から不均衡な課税になってい

たことから、応能応益の平準化をするための改正を行ったところでございます。先ほど副町長

から謝罪したとおり、共有資産の課税漏れの処理については検討しましたが、費用対効果等の

ことから資産割を廃止して、３方式による課税方式に変更しましたが、急激な負担増にならな

い配慮をした税率の見直しをしたところでございます。 

 それで、お手元の、きょう配布しました資料でございます。まず、１ページ目でございます。

定例会でもご説明しましたが、今回の税率改正の改正案を示しております。１に、個々の所得

割、資産割、均等割、平等割。現行から改正後ということで改正率をお示ししました。ちなみ

に２の１の今年度 20 年度の当初賦課総額の表でございますけども、現行４月１日資産割が入っ

ていまして、賦課総額では６億 478 万 5,300 円となっておりまして、応能応益の割合は 64 対

36 ということで応能が圧倒的に高くなっているという現状でございます。 

 そして、今回の改正案でございますが、２の２でお示ししているとおり、医療分でいきます

と、現行 9.2％が 8.58％。資産割を廃止。均等割を１万 5,000 円から２万 1,000 円に増。それ

から、平等割が２万円から２万 3,100 円と。この医療分の賦課総額が 4 億 3,250 万 4,000 円で

ございます。 

 支援金分というのは、新たに後期高齢者での今年度からできた制度上でそちらのほうに負担

する部分でございまして、これは所得割は 1.8％、これは同額でございます。平等割、均等割

も同じでございます。これは新たに今年度からされていますので変更はございません。総額的

に言いますと、賦課総額 9,794 万 7,000 円でございます。 

 そして、介護分。これは介護保険に関係する部分でございまして、現行が 1.1％、これが 1.6％

に上げると。それから、資産割は廃止。均等割が 3,000 円から 4,000 円。平等割が 6,000 円か
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ら 7,000 円、1,000 円アップでございます。この賦課総額が 4,225 万 9,000 円でございます。 

 賦課総額が５億 7,271 万円ということで、応能応益の割合が記載しているとおり 54 対 46 と

いうことで、ほぼ平準化されたということでございます。ただし、20 年度の所得で算出した結

果、3,200 万ほど減少しております。この部分については、次に説明申し上げますが、軽減額

が平準化されたことによって、現行では４割、６割の軽減率が、今度は２割、５割、７割とい

う軽減率が入ってまいりますので、その分の軽減者が多いということ、低所得者が多いという

ことでその分の減額が生じております。この辺が50 対50 にすればまだ上がっていくのですが、

急激な負担が出てまいりますので、負担を最小限に抑えた税率改正になっております。 

 ３番目では、一応試算をしております。年金 150 万円の収入の方でいきますと、現行では６

割軽減かかっておりましたが、改正後は７割軽減と。20 年度の世帯で申し上げますと、約 1,687

世帯、42.6％の方が７割軽減の対象者になるということでございます。収入 200 万円の方で算

出すると、所得 60 万円、現行４割軽減が５割軽減になってまいります。対象世帯 165 世帯、4.2％

でございます。年金約 221 万円程度の方で２割軽減がかかると。現行では軽減はかかりません。

この世帯が 456 世帯、11.5％の割合となっております。 

 以前は、４割、６割の軽減対象者が上から２段目まででございますから、約 46.8％。全世帯

の 46.8％が軽減世帯でございますが、今回２割軽減が導入されますので、その２割軽減以上７

割までかかる軽減者がトータルしまして 58.3％、約６割の方が軽減世帯にかかっているという

状況でございます。 

 それと次に、年金 221 万円以上の方たちは軽減はかかりません。所得で申しますと 68 万円以

上でございます。これが 1,655 世帯、約 41.7％で、この方たちは従来どおりの税率になると想

定されます。以上、ことしの試算でした結果、こういう状況になります。 

 それで具体的に、２ページ目、Ａ３の大きい縦長の表でございます。これが具体的にどう変

わっていくかという個々の試算をした例でございます。一番上段の表は現行税率と改正税率を

記載しております。年金 150 万円の世帯で夫婦２人の方、資産割が３万円ございましたという

想定でございます。この方の現行税率でいきますと４万 2,500 円と。６割軽減がかかります。

それで、そのまま計算して改正税率でいきますと、２万 3,490 円。資産割が当然なくなるとい

うことで、１引く３ということで、約１万 9,000 円の税額が減額になります。ただし、これは

同じ比較をしないといけないものですから、資産割がないということの仮定の中で計算した場

合、現行の３万円をなくするという形で比較しますと 2,510 円ほど、資産割廃止することによ

って 2,510 円減額になるということでございます。 

 続いて、年金収入 190 万円の方の世帯で資産割４万 2,300 円でございますけども、この方と

比較しますと、該当４割軽減がかかりますので、現行では 10 万 8,365 円。改正で申し上げます

と８万 3,056 円になります。比較しますと、２万 5,309 円。先ほどどおり、資産割がないとい

う仮定の計算をしますと 2,044 円減額が生じてまいります。 

 続きまして、年金収入 240 万円の世帯の算出例でございますが、資産割６万 2,000 円の想定

で計算した場合は、現行、軽減がかかりません。20 万 3,800 円。そして、改正後が 17 万 9,606
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円で、ここで比較しますと２万 4,194 円が減額になりますが、資産割がないと仮定した場合は

逆に、240 万円以上所得になれば、逆に若干税金が上がると。ここで算出しますと 9,900 円ほ

ど上がると。ですから、年金 240 万円、資産割の額も関係してまいりますけども、この程度で

の資産割を持っている方で年金収入がこれ以上の方は、現行税率よりも若干上がってまいると

いうような試算でございます。以上、簡単でございますけども、こういうような状況でござい

ますのでよろしくお願いしたいと思います。 

○委員長（玉井昭一君） これより質疑に入ります。質疑のある方はどうぞ。 

３番、西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） ３番、西田でございます。今、説明の中で 20 年度当初賦課総額と賦課

割合、その下の２の２ですか、21 年度からということで見込みと書いていますけども、ここで

3,200 万円ほど不足するということになっておりますけども、もし、これを実行した場合、こ

の不足額はどのように対応されるとお考えでしょうか。 

○委員長（玉井昭一君） 安達町民課長。 

○町民課長（安達義孝君） 一応、先ほどご説明申し上げましたが、本来でいけば 50 対 50 の

応能応益割合で試算した金額で賦課すれば一番平準化されるということになりますが、そうす

ると、若干やっぱり税金が、個々の負担がふえるということで運営協議会のほうでも急激な負

担は避けよということの答申をいただいておりまして、今後３年間の中で少しずつでも 50 対

50 に、平準化に向けていくと。そのために、当初はこのままで走って、３年間の中で若干です

けども税率をまた見直しかけていくと。また、国保の収支のバランスも想定しながら、税率を

上げていくというような考えでございます。 

○委員長（玉井昭一君） 丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） 若干、補足をさせていただきます。単純に言いますと、賦課総

額が 3,200 万円少なくなりますので、この差額を一体どうするのだと、この辺が一番心配なと

ころですが、実は平準化をして７割、５割、２割をすることによって、国から来ます、基盤安

定負担金というのが増額になります。その試算額は主幹のほうで押さえていますので後で聞い

ていただきたいのですが、国から来るお金が増額になると。 

それともう一つは、単年度限りなのですけども、21 年度については北海道のほうから国民健

康保険の調整交付金、これは多分 500 万円ぐらいだと思いますが、その数字も主幹のほうで押

さえていると思いますので。そういったお金が来るということで、3,200 万円のかなりの部分

はそういった交付金を受けて解消ができると。それと今、町民課長が説明しましたとおり、今

後３年間の中で段階的に、例えば収納率がどうなっていくのかとか、医療費のかかりぐあいが

どうなっていくのか、それらを見ながら、また必要に応じて 22 年、23 年度については税率改

正をさせていただくこともあるのかなと。極力そういうことは避けながら、この範囲で、この

税率でやっていける部分についてはこのままやっていきたいという基本的な考えでございます。 

○委員長（玉井昭一君） ３番、西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） 今の説明で大体わかりました。国のほうから来る基盤安定負担金とい
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う交付金が増額されるということですけども、これは単年度ではなく、これからもずっと来る

というふうに理解してよろしいのでしょうか。その辺もうちょっと詳しく教えていただければ。 

○委員長（玉井昭一君） 安達町民課長。 

○町民課長（安達義孝君） 先ほど答弁漏れをして大変申しわけございません。今、病院事務

長のほうから説明していただいたとおり、単年度で道のほうから 500 万円ほど交付されます。

その後、保険基盤安定負担金というのが、繰入金、これは一たん町に入ってから私ども国保会

計に入ってまいりますけども、1,800 万円ほど。これは平準化されることによってもらえる交

付金でございますので、大体 50 対 50 の、ほぼそれに近いものになるということで約 1,800 万

円は今後継続して、この応能応益割合でいきますと将来的にずっともらっていけるというよう

なことでございます。 

○委員長（玉井昭一君） ほか、ございませんか。２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） 今、説明あった中でちょっとお聞きしたいのですけれども。改正後の

軽減の適用ですけども、これは今、２割負担分がふえたと言っていますけども、現行との比較

を教えてほしいのです。現在、何割、何割、何割あって、新しくなったら何割部分がふえたか

ということ。多分、今、３項目かな。それが何ぼふえたのか。 

○委員長（玉井昭一君） 安達町民課長。 

○町民課長（安達義孝君） 軽減の制度は、均等割、平等割の部分が軽減される制度でござい

まして、現行税率の平等割の６割が軽減されたり、今の現行では４割、６割、0.6 掛ける 0.4

が軽減されますけども、今回、新たな、21 年度から改正されれば、この平等割・均等割 0.2、

0.5、0.7 掛けられた部分が軽減措置になるということでございます。あと、所得に応じて、そ

の該当は段階的になっていく制度でございます。 

○委員長（玉井昭一君） ２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） それは、６・４の軽減の適用段階が、２・５・７となるということで

解釈していいのですか。もうちょっと詳しく、わかりやすく。 

○委員長（玉井昭一君） 丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） 資料１の３番を見ていただきたいのですが、この表が改善後の

適用の表になります。今まで６割、４割ですから、1,687 世帯と 156 世帯を足した数が６割、

４割の軽減を受けていましたと。それがさらに、今回２割軽減というのができてきて、456 世

帯、11.5％がさらに新しく対象になってくると、こういう形になります。 

○委員長（玉井昭一君） ２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） そうすると、ちょっと細かいので申しわけないのだけど、今 19 年度末

でいいのですけども、普通、賦課した税額から６割、４割減額しますよね。ですから、19 年度

で６割、４割した部分がいくらあって、改正後７割、５割になったとき、どれぐらいふえるの

か額がわかれば。 

○委員長（玉井昭一君） 小関町民課主幹。 

○町民課主幹（小関雄司君） 私のほうから答えさせていただきたいと思います。 
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 まず、19 年度の６割、４割の軽減でなりますと、軽減額が 3,580 万円ほどになっております。

それを７・５・２の平準化を図ったことによる軽減に対しましては 5,815 万円ほどの軽減が図

られるというようなことになると思います。 

○委員長（玉井昭一君） ２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） この差額は、そうしたらプログラムで織り込み済みということで解釈

していいのですね。新財政改革プログラムの中で織り込み済みということで。 

○委員長（玉井昭一君） 安達町民課長。 

○町民課長（安達義孝君） それが先ほど説明した、保険基盤安定負担金で平準化されたもの。

結局、２割、５割、７割にすることによって、今、主幹が説明したとおり、軽減の額が総額を

大きくなって税収として私たちに入ってこない分は、先ほど言った補てん措置がありますよと。

下がる分ですね、1,800 万円と、道のほうから 500 万円。道は単年度限りでございますけども、

そういう措置がございますということです。 

○委員長（玉井昭一君） ２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） 20 年度予算の見込みでいいですけども、徴収率が平均以上アップした

部分の普通調整交付金が出るはずですけども、20 年度はいくら見込んでいますか。 

○委員長（玉井昭一君） 小関町民課主幹。 

○町民課主幹（小関雄司君） 20 年度は 92％で見ております。ペナルティーでは、1,700 万円

ぐらいの減になるかと思っております。 

○委員長（玉井昭一君） ２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） なぜ聞いたかというと、新聞報道で見ると、今まで現年の徴収率に対

して、今言った額がふえたり、ペナルティーで来ているのです。そうすると、多分 20 年度から

かな、今度、現年滞繰で見込んで、その額が調整されるはずなのです。それと、うちの場合、

19 年度は 92.7 なのだけど、現滞合わせると 69.8 になるのです。それで、国のほうも８月に新

しい交付基準を出すと言っているのですけど、その部分出たかどうかということ。なぜ聞くか

ということは、これによって、新たな税の改正の額にも反映してくるし、新財政改革プログラ

ムの中にも影響してくるはずなのです。それをちょっとお聞きしたいと思います。 

○委員長（玉井昭一君） 小関町民課主幹。 

○町民課主幹（小関雄司君） 確かに今、委員の言われたような形で現滞合わせてペナルティ

ーを科すというような情報はあります。ただ、正式な文書等、国及び道のほうから今のところ、

具体的にどういうふうになる、ペナルティーがいくらだということは来ておりません。ですか

ら、今の段階でいくらかというのは何とも言えないということしか言えないです。以上です。 

○委員長（玉井昭一君） ２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） 今、1,700 万円ぐらいのペナルティー、マイナスが来ていますけども、

概略というかな、雰囲気としては、これ以上落ちるという可能性はニュアンスとしてどうです

か。これちょっと厳しいところあるのですよね。わからなければいいです。 

 もう１点。それで、今回、税制改正によって約 3,400 万円ぐらい、前回の議案の説明でもあ
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りましたけど、財政改革プログラムで見ますと、新しく今度 22 年から今の会計によっては税率

改正をまた新たにしますよと。それによって、今度 23 年から 5,000 万円ずつで約２億円繰り入

れするというのがあるけども、応益云々の国の平等化ということを抜きにして、現行のままで

ある程度調整して賦課していくと、現状のままで賦課すると、この 3,400 万円分が増というか、

状況なのですよ。そうすると、今、国保の財政健全化も図っているから、逆に超過税率がどう

かということ別にして、ここの会計だけを見ると、現行の部分で賦課をしていくと、後年度の

ほうの２億円の部分の各年度の 5,000 万円ずつが、見なくても、今からいくと町が繰入金をこ

こで負担しなくても、逆に現行のままでいくと会計の健全化に寄与すると思うのですけど、さ

っきの副町長の理由でわかりますけども、会計上の収支からいくと、このまま今のまま町民に

負担してもらって、３年か４年たったら、逆にこれだけの負担出さなくてもいいと思うのだけ

ども、後年度に逆に負担をしているような形なのだけど、その辺の議論をされたのか、見解を

ちょっと伺いたいと思います。 

○委員長（玉井昭一君） 丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） 確かにそういう論議もなかったわけではありません。ただ、今

回の問題というのは、実は、応能応益の平準化につきましては、私が前回町民サービス課とい

うところにいて、そのとき国保の係長をやっていたときから、道及び国から厳しく指導を実は

受けていました。とにかく応能応益を平準化しないことには、国保会計は安定しませんと。で

すから、まず、応能応益平準化をやることが白老町の国保安定経営の第一になりますというこ

とで、副町長のほうも道のほうから指導を受けていますし、歴代の町長、元の見野町長さん、

あるいは坂下町長さんも道のほうから指導を受けている状況です。そういった中で、運協の中

で話をしたのは、やっぱり税率をきちんと定めないことには財政改革プログラム以前の話でし

ょうと。応能応益をきちんとやることによって、基本的に全国で使われている国保の会計のあ

り方に、財政にきちんとやっていきましょうということで、委員のほうからもそういう形でお

話を受けまして、今回、財政改革プログラムでは、大変言い方は失礼ですけども、それとは別

に、やっぱり国保を自立させていくためにはどうするかということでの話をさせていただいて、

最終結果として、こういう形で税率を改正しますというふうにまとまったということでござい

ます。本来は、財政再建プログラムとの整合性というのはそういった面ではあるかもしれませ

んけれども、まず、自主的に国保会計を安定させていきたいということで話は出ておりました。

以上でございます。 

○委員長（玉井昭一君） ほか、ございませんか。10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。少なくても応能応益を平準化するということが、今

回の場合についていえば、６・４から７・５・２になったということで、年金の方々について

いえば、低所得者の方でも負担がふえるという状況にないということは理解できます。この表

で十分理解できます。問題は、給与の方なのですけれどもね。給与の方というのは当然、例え

ば 30 歳代、40 歳代のほうがどれぐらいいるかちょっとわからないのだけれども、そういう方々

は子どもさんもいらっしゃいますからこうはいかないと思うのです。それで、給与の部分のボ
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ーダーラインは、数字細かいことはいいです、大まかに、給与の部分のボーダーラインがどこ

ら辺で、２割軽減の所得はどこら辺で引っ掛かって、標準世帯で結構です、子ども２人いて４

人ということであれば均等割が２人分ふえるということになるだけだとは思うのだけど、そこ

のボーダーラインの所得というのはどれぐらいの所得になって、そして、軽減がどういうふう

に、この考え方と全く同じ軽減でいいのかどうか、そこら辺あたりだけちょっとお願いします。 

○委員長（玉井昭一君） 安達町民課長。 

○町民課長（安達義孝君） １ページの一番下段の米印の給与。収入額が 200 万円、所得に直

しますと 122 万円。この方たちで２割軽減がかかりますので、この 122 万円がボーダーライン

になろうかなと。収入で約 200 万円。この方たちのところで大体線引きされると思われます。 

○委員長（玉井昭一君） 10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。そうなりますと、収入 200 万円で所得額が 122 万円、

４人家族にすると、これよりもうちょっと、例えば 130 万円ぐらいの所得になったとしたら、

保険税何ぼになるのでしょうか。大体でいいです。細かくなくていいです。何を言いたいかと

言ったら、どれぐらいの所得がボーダーラインになって、実際に一番、今回の改定では年金で

はなくて働いている人の金額だと私は思うのです。そこら辺がどれぐらいになって、対象がど

れぐらいいるか。問題は、今、町民負担の一番大きなところは、僕はそこら辺だと思っていま

すから、そこら辺がどんな状況になっているかということだけ知りたいのです。余り細かいこ

とはいいですから。大まかで結構です。何円とかは全然関係ありませんから。 

○町民課長（安達義孝君） 大変申しわけありません、後ほど。ちょうど、130 万円程度の人

が計算していないものですから。今ちょっと計算させていますので。 

○委員長（玉井昭一君） 10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。それは、今言ったように細かくなくて結構です。130

万円で４人世帯でどれぐらいになるのかということだけわかればいいです。だから 210 万円ぐ

らいの所得で、どんなことになるかということがわかりたいということだけですから。 

 それで、そこの数字はそうなのだけど、問題はそういう人たちが、例えば今、130 万円なら

130 万円の所得で保険税がまともに４人家族でかかった場合、現実的にそれ以外に救える手だ

て、２割軽減引っ掛からないとしたら、あとはもう引っ掛かるもの何もない、学校の準用保護

だとかそういうものはどんなことになるかということは出てくるのだけど、そこの部分を救え

る手だてはないよね。 

○委員長（玉井昭一君） 安達町民課長。 

○町民課長（安達義孝君） 委員もご存知のとおりだと思いますけど、職業を持っていてリス

トラされて失業になったという場合は減免規定、急激な所得の減というもので何とか救済制度

はございますけども、ずっと大体 220、230 万円の収入の方でしたら、今の現行制度の中ではち

ょっと救済制度はないというのが現状でございます。 

○委員長（玉井昭一君） 10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） ちょうど引っ掛からない所得の人から 300 万円ぐらいの所得の人は何
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世帯ぐらい白老にいるかわかりますか。わからなかったら後で結構ですけど。400 万円までい

けば大丈夫だと思うのだけど、そこら辺が僕は今回の改正で一番大変な部分だと思っているの

です。国保の一番弱点はそこにあると思っていますから、そこら辺がどれぐらいあるのかなと

いうのがあるから。後でも結構です、わからなかったら。大体教えてください。 

○委員長（玉井昭一君） 安達町民課長。 

○町民課長（安達義孝君） ちょっと今、手元にございませんけども、私、以前、税務もいた

ものですから住民税の課税状況も把握しておりまして、ほとんど給与所得者の方は私どもの町

の現状でいけば、150 万円から 300 万円ぐらいの人たちが占める割合が本当に多いので、多分、

資料で調べてきても、そういう世帯が本当に一番多いのではないかと思われます。 

○委員長（玉井昭一君） 小関町民課主幹。 

○町民課主幹（小関雄司君） 先ほどの 130 万円の４人世帯ということの計算なのですけども、

30 代で例えば 130 万円で４人家族というようなことになると、単純に計算して 22 万 5,000 円

程度と、そのぐらいの保険税になるのかなということでございます。以上でございます。 

○委員長（玉井昭一君） 10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。ということは、もちろん所得が 130 万円だから収入

は 220、230 万円ぐらいあるということは理解できます。ただ、そこで４人家族で 22 万円引か

れたら、生活できるかといったら・・・。 

僕はやっぱり、ここら辺をどうするかというのが一番あるのです。だから、平等割と均等割、

要するに応益を上げるということは、国の指導はよくわかるのだけど、そこら辺がやっぱり、

問題点としてドッと浮き彫りにして、そこをどうするかという、今、町民課長言われたように、

150 万円から 300 万円ぐらいの方がもし多いとしたら、国保税が収納率悪くなるのは当たり前

ですよ。だから、町が全部悪いとは言わないけれども、ここでやっぱり応能が上がるというこ

とは、負担がここにくると。年金の人はいいのだけど、給与所得にきているという。そこら辺

をやっぱり、対応策を取るのは難しいと思うけど、やっぱりそこを考えないとだめではないの

かなと思うのだけど、副町長いかがですか。 

○委員長（玉井昭一君） 丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） 実は今回、税率改正やって、この応能応益の割合を、賦課割合

をどうするかということで、その辺が運協の中でも非常に論議になりました。それで、我々、

事務サイドとすれば、ストレートに言いますと 50 対 50 が一番望ましいわけで、50.1 対 49.9

ぐらいにこれをもっていくことがいいのですけども。今、大渕委員のおっしゃられたとおり、

そこの部分をもっと上げていくと、実は、応益のほうをもう少し上げざるを得ないということ

になると、所得が低い層であっても、さらに均等割、平等割が上がっていくということだった

のです。ですから、54 対 46 にしたというのは、まさに今のこの中でできる最大限のことを考

えたということなのです。本来であれば、49 対 51 ぐらいにすればいいのですけれども、そこ

も考えて、低所得である程度子どもさんの多い家庭、人数の多い家庭のことを考えていったと

きにこれ以上応益をふやすというわけにはいかないだろうと。だから、まず最大限この 54 対
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46 で何とかいきましょうというのが基本的な運協の論議だったのです。そういうことでござい

ます。以上、報告だけですけども。 

○委員長（玉井昭一君） ほか、ございませんか。ありませんね。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（玉井昭一君） それでは、議案第７号 白老町国民健康保険税条例の一部を改正す

る条例については終了いたします。 

 暫時休憩いたします。 

休 憩 午前１０時５４分 

                                         

再 開 午前１１時０５分 

○委員長（玉井昭一君） 休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。 

 続いて、議案第８号 白老町乳幼児医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定

についてを議題に供します。 

安達町民課長。 

○町民課長（安達義孝君） 議案第８号でございます。本町の乳幼児医療費助成制度について

は、北海道と共同して実施しておりました。当該事業における非課税世帯に対する初診時一部

負担金については、町単独で助成しておりましたが、新財政プログラムの議論を踏まえた結果、

一部負担金の助成を廃止するものでございます。 

 資料については３ページでございます。別添の資料３ページでございます。現行と見直し案

が記載されております。現行で本人負担、改正する部分は住民税が非課税の世帯でございます。

現行では、負担なしと若干黒く網掛けになっている部分でございます。３歳未満負担なし、３

歳から就学前まで負担なし、小１から小６がなしと。ここの部分が今回の助成制度を廃止する

ことによりまして、右側の本人負担、初診時一部負担金が３歳未満、３歳から就学前、小学校

１年から６年の部分がかかりますと。 

 初診時一部負担金と申しますのは、右上に書いている、医科であれば 580 円、歯科で 510 円、

柔道整復で 270 円、これが初診時にかかる医療費でございますが、この部分がかかるというよ

うなことでございます。よろしくお願いいたします。 

○委員長（玉井昭一君） 町側の説明が終わりましたが、委員の方、質疑がありましたらお受

けいたします。４番、及川保委員。 

○委員（及川 保君） ４番、及川です。負担なしから初診時の一部負担という形になったの

ですね。それで、一部負担というのはどういうことを言っていますか。載っていました、理解

しました。 

○委員長（玉井昭一君） ほかに質疑ありませんか。10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。プログラムに出ているのかもしれませんけれども、

効果額。乳幼児、重度心身障害者、ひとり親家庭、これの効果額いくらですか。出ていたかも

しれません。すみません。 



 15 

○委員長（玉井昭一君） 安達町民課長。 

○町民課長（安達義孝君） 乳幼児医療に関しましては、19 年度実績で約 16 万 7,000 円です。

それと、議案９号にも関係してきますけども、重度心身障害者医療で申し上げますと、26 万

9,000 円ほどでございます。それで、ひとり親家庭等の医療費でいきますと、65 万 4,000 円ほ

どでございます。総額 109 万円ほどでございます。 

○委員長（玉井昭一君） 10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。ため息が出たのですけど。これぐらい何とか。これをやれ

ば、ほかのところもみんな影響するとかいろいろなことが出てくるのでしょうけども、少なく

ても医療費のこれぐらい何とかならないものですか。副町長の顔を見て聞いているのですけど。 

○委員長（玉井昭一君） 目時副町長。 

○副町長（目時廣行君） 新財政プログラムではいろいろと横出しとか上積みはしないという

方針でやっていますので、まず、この部分については理解をいただきたいと思うのです。それ

でこの先、場合によっては必要な部分が出てくると思うのです。それについてはまた検討をし

てやらなければいけない事態が出てくれば、そこは検討するということで、この件については

ご理解いただきたいというふうに考えています。いずれ、しなければならない部分が出てくる

と思いますので、ご理解いただきたいと思います。 

○委員長（玉井昭一君） ３番、西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） ３番、西田です。私、いつ変わったのか、ちょっとその辺がよくわか

らないのでお伺いしたかったのですけども。確か以前は、１歳未満までは医療費無料で３歳以

下、小学生までは入院した場合は医療費無料だったような気がしたのですけども、そういう制

度とはまるで関係なくこれはあるというふうに理解していいのですか。私、なんだかその辺が

ちょっと頭がごちゃごちゃになっていてよくわからないのですけども。そういうのはとっくに

なくなっていたのでしょうか。 

○委員長（玉井昭一君） 舛田町民課主幹。 

○町民課主幹（舛田良道君） 医療費制度の関係ですけども、それぞれ乳幼児とか、これは３

項目あるのですけども、この場合、あくまで初診の一部負担金ですので、それ以外の３割分、

２割分、１割分の入院費につきましては現在も、非課税とか課税世帯によっては違いますけれ

どもそれぞれの助成はしております。これは道の基準に基づいてやっております。この初診時

一部負担金につきましては、道の基準によって、この部分は最低限非課税世帯の方でも負担し

ていただきたいという趣旨の中で負担していただいていますので、それ以外の 580 円でしたら

580 円を１割から差し引いた分につきましては町が助成するという制度でございます。その年

度によっては改正等はございますけども、基本的な助成制度というのは現在も残っております。 

○委員長（玉井昭一君） ３番、西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） 特に乳幼児医療費の無料という部分は、確か当初、これを無料にする

といった話のときには、まず、子どもというのはどこがぐあい悪いのか、病気発症したり何か

した場合、非常に親の判断が難しいということで、ちょっと一晩寝れば、次の日の朝、連れて
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行こうかなと、そういう程度で病院に連れて来たら、もうそのときには手遅れだったという状

況が随分続いたので、何とかそれを防ぐために初診時にお金がかからないようにという形で確

か無料制度というのが始まったと私は、何十年か昔の話ですけども記憶していたものですから、

そういう考え方からいきましたら、初診時にお金を取るという考え方はちょっと逆行、もとに

戻っているというか。本来は、一番最初に初診を受けるとき、お金がなくても何でもいいから、

とにかく子どもがぐあい悪くなったら病院に連れて来てほしいということで始まった制度だと

私は理解していたものですから。今回、非課税世帯もわずかとはいえ、お金が必要だというこ

とになってくると、何かちょっとおかしいような、矛盾を非常に感じているのですけど、その

辺はやはり議論されたのかどうなのか、町の中で。その辺はどうなのでしょうか。 

○委員長（玉井昭一君） 安達町民課長。 

○町民課長（安達義孝君） 先ほど舛田のほうから答弁しましたけども、お手元に配布してい

る資料の３で町負担、道負担いまだに残っていまして、今、西田委員が言うのは初診時のこと

で、当時そういうことがあったのか、ちょっと私も把握はしていないのですけども。制度がこ

ういう制度で、全道的に見ましても、私どもの制度の今回の横出し、上乗せの部分を廃止する

ということで、ほとんどの自治体もこういうふうな状況に今なっている現状がありますので、

今、質問されたことは重々理解しますけども、ご理解いただきたいなと思っております。 

○委員長（玉井昭一君） ３番、西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） それでは、今の答弁では、私が今、質問しましたように、初診時のこ

この負担というものに対しては特に役場内で議論したという経過はないというふうに理解して

よろしいですね。 

○委員長（玉井昭一君） 丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） 議論したか、しないかを言えば、部内では検討はいたしました。

まず、基本的に今回の乳幼児の医療費含めて、重度心身障害者、ひとり親の問題については、

政策的に助成をしていくという考え方で従来はやってきていますので、これは町単独の制度の

中で助成を行ってきているというのが事実であります。今回、廃止になるのはまさしくそこの

町が政策的判断で、例えば乳幼児の医療のあり方だとか、子育てだとかそういった観点から従

来の医療費に関しまして、きちんとした助成をすることによって健全な子どもたちを育ててい

こうと、地域の中で進めていこうと、当然やってきたわけです。今般、全体的な財政改革プロ

グラムの見直しの中で、道の行っている事業以上の、町が単独でやっている部分については、

これはやっぱり１回見直しをしなければならないだろうと。そうすると当然、道でやっている

部分については、これまでの現行どおりきちんとやっていきましょうと。それで特に、今回の

中でいうのは初診時の一部負担金。お医者さんに１つの病気で初めてかかったときにかかって

くる初診時の部分については見ていただきたいということで、これは親御さんに負担をしてい

ただきたいということでの整理でございます。それ以上、例えば率を下げるだとか、そういっ

たことについては毛頭考えてもございませんし、冒頭、副町長もお話ししましたけども、いず

れ、やっぱり別な観点から、これは政策でやっている話になりますので別な観点から、しかる
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べき時期にはやっぱり見直しをしていかなければならないということも副町長は前段でお話し

をされたというふうに私どもは理解していますし、そのことについての論議については、行財

政対策室も含めて検討させていただいております。以上です。 

○委員長（玉井昭一君） ほか、ございませんか。９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 斎藤です。こうやって見ますと、町負担、道負担が少なくなっていく。

その分を住民に負担せよと、こういう制度になって。そのしわ寄せは全部住民負担になるわけ

だけども、これは１回こうやって決めてしまうと、いずれの段階かでもとへ戻すとか、そうい

うようなことは、検討は一切されていないということですか。 

○委員長（玉井昭一君） 丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） 私も今はっきり申し上げたつもりでいるのですが、いずれ必要

な時期については見直しを当然かけていきますと。未来永劫このまま政策的判断をしませんと

いう意味ではございませんので。ただ、今回はまず一度、横出しの部分については一度整理を

させていただきたいと、こういう趣旨でございます。 

○委員長（玉井昭一君） ９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） これは都道府県段階で、こういう優遇措置というのはされていたはず

ですよね。だから、北海道の段階で今まで初診料というのは一部負担するというような中で今

までやられてきたわけでしょう。それが道の段階でそういう制度を一切やめてしまうというこ

とであれば、町で考えてもどうにもならないというところになってしまうのですか。 

○委員長（玉井昭一君） 丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） まず前段として、現行、今道でやっている制度につきましては、

町と道が共同でやっている事業ですから、それは今までどおりやっていきますと。ただ、町の

ほうでプラスアルファしている部分については見直しをさせてくださいと。ただ、その見直し

をしてプラスアルファを落としますから、その部分についてはまた別途、いろいろな政策とい

うか、検討を経て、それをまたプラスガンマぐらいになるかもしれませんけれども、復活する

ことについては今後検討していきたいと。 

 それともう一つは、乳幼児医療に関しまして、これは都道府県が基本的に制度を運営してい

ます。ですから、大元の道が、例えば、これ以上の道費の負担をしないという形で制度改正、

これは当然あるかと思います。しかし、それは道と町が共同でやる事業ですから、少なくても

現行の部分については道も現行の制度は維持をしていただきたいと。今回のこの問題に関しま

しても、道からいろいろ意見等も求めらておりますが、少なくとも、今、道でやっている制度

については現行を維持していきたいということでは、町は意見を申し述べさせていただいてい

ます。以上です。 

○委員長（玉井昭一君） ほか、ございませんか。15 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） １点だけ教えていただきたいのですが。これは初診時のものなのです

が、道の医療制度のほうの負担割合が確か前は３分の２から２分の１になって減ってきていた

のかなと思ったのですけど、今、どれぐらいの割合になっていますか。それだけちょっと教え
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てください。 

○委員長（玉井昭一君） 舛田町民課主幹。 

○町民課主幹（舛田良道君） 現在は２分の１でございます。 

○委員長（玉井昭一君） ほか、ございませんか。ありませんね。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（玉井昭一君） ないようですので、議案第８号 白老町乳幼児医療費の助成に関す

る条例の一部を改正する条例の制定についてを終了いたします。 

 次に、議案第９号 白老町重度心身障害者及びひとり親家庭医療費の助成に関する条例の一

部を改正する条例の制定についてを議題に供します。 

安達町民課長。 

○町民課長（安達義孝君） 議案第９号でございます。これも先ほどご説明したとおり乳幼児

と同様でございまして、重度心身障害者助成事業及びひとり親家庭等医療費助成事業は北海道

と共同して実施しております。当該事業における非課税世帯に対する初診時一部負担金につい

て、町単独で助成してまいりましたが、今回の新財政改革プログラムの議論を踏まえた結果、

一部負担金の助成を廃止するものでございます。先ほどと同様、資料３の若干説明申し上げま

したけども、中段の重度心身障害者医療助成制度と下段のひとり親家庭等医療費助成制度、こ

この部分の非課税世帯にかかる一部負担金を改正後はいただくというような改正内容でござい

ます。よろしくお願いいたします。 

○委員長（玉井昭一君） 質疑のございます方、どうぞ。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（玉井昭一君） 質疑なしと認めます。 

 それでは、議案第９号 白老町重度心身障害者及びひとり親家庭医療費の助成に関する条例

の一部を改正する条例の制定についてを終了いたします。 

 続いて、議案第 10 号 白老町老人医療費の助成に関する条例を廃止する条例の制定について

を議題に供します。 

安達町民課長。 

○町民課長（安達義孝君） 議案第 10 号でございます。老人医療費の助成は北海道と共同して

実施してまいりました。道老医療費助成制度が本年３月 31 日をもって廃止されたため、本町独

自の町老医療費助成事業を実施しておりますが、他町における類似事業の廃止、老人保険法に

おける対象年齢の引き上げなどの状況と新財政プログラムの議論を踏まえた結果、当該事業を

廃止するものでございます。 

 これについては、資料４でございます。資料４は過去の実績を記載しております。一番下段、

町老医療費助成制度の経費の推移でございます。平成 16 年度から 20 年度を記載しております

が、20 年度当初予算で対象者 343 名、助成経費 2,086 万円を計上しております。以下、実績は

記載のとおりでございます。よろしくお願いいたします。 

○委員長（玉井昭一君） 町側の説明が終わりました。 
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質疑のある方はどうぞ。15 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 道老が 20 年度から廃止になりましたよね。ただし、町としては１年間

延長して、１割負担ということで延ばしたというか、町として助成をやりましたよね。2009 年

度も 74 歳までを１割負担にするということで出てきておりますけれども、あくまでも白老町と

しては、そちらのほうが１割負担になったからといって、これは 70 歳からですから、69 歳の

方に対しては 2000 年度でも 2,000 万円かかっていますよね。ですから、白老町としては 21 年

からはやっぱり厳しいと。それは廃止するということでやっていかなければならないというこ

とに。国のほうが１割負担になったので、69 歳までまた下げていくという考えは絶対できない

ということで理解していいのですか。理解しなければだめなのですね。 

○委員長（玉井昭一君） 丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） この町老の廃止につきましては、昨年の６月の定例会のときに、

実は道老の廃止に合わせて提案をさせていただいております。そのときの状況を説明させてい

ただきますと、特に高齢者医療の部分に関しまして、状況が大きく変わってきているというよ

うな情勢があります。当時は逆にこれを廃止しないと実は逆転現象が起きてしまうということ

があって、69 歳が１割で、74 歳までが２割、こんな状況が生まれるので、これは当然、物事の

考え方としては１割負担でいきましょうということでいったのですが、それで廃止の議決をい

ただいていますが。年を明けた段階で、後期高齢者の問題がいろいろ出てきた段階の中で、20

年度については１割をそのまま継続しますよ。それで今、国会の論議等も見てきますと、まだ

１割でいきましょうということで話が実は出てきています。 

しかし、うちとしましては、まず一つ大きな課題としては財政改革プログラムの問題が一つ。

それと、果たして町老の 69 歳という年齢がいかがなものかなと、こういう論議もあります。し

かし、一番何といっても問題の多いのは、単費としてやっぱり 2,000 万円以上の医療費助成を

行っていくと。先ほど、乳幼児、重心含めて、わずか 100 万円そこそこのお金についてもカッ

トをさせていただきたいと言っている中で、この 2,000 万円に手をつけないわけにはいかない

というのが、私ども町民課の中でそこがやっぱり一番大きな論議になりまして。それと、行財

政対策室とも話をさせていただきまして、これも少なくとも横出し部分の象徴的と言ったら失

礼ですけども、一番やっぱりポイントになってくる部分になってくることになれば、少なくと

も 69 歳については我慢をしていただいて、現行の制度に従っていただきたいなということも含

めまして、この部分については廃止をさせていただきたいということで再提案をさせていただ

いている事情にあります。そういった意味ですので、ぜひ、ご理解をいただきたいと思います。 

○委員長（玉井昭一君） ほかはございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（玉井昭一君） それでは、議案第 10 号 白老町老人医療費の助成に関する条例を廃

止する条例の制定についてを終了いたします。 

 続いて、議案第 11 号 白老町下水道条例の一部を改正する条例の制定についてを議題に供し

ます。 
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辻上下水道課長。 

○上下水道課長（辻 昌秀君） それでは、別に配布してございます、白老町下水道条例改正

の参考資料に基づきまして、ご説明させていただきたいと思います。 

 まず１ページ、下水道使用料の改定経過と改定内容について記載しておりますけれども、昭

和 49 年に下水道供用開始後、これまでの使用料の改定経過と改定内容について記載しておりま

す。かいつまんでポイントだけ申し上げますと、おおむね３年から４年ごとに改定してござい

ますけれども、ただ、平成５年から平成 13 年にかけましては改定が見送りされております。ま

た、平成 17 年の改定につきましては、改定率４％、５％となっておりますけれども、当時、不

足する財源に対して改定率はちょっと抑制ぎみな形で改定してございます。 

 今回の改定につきましては、来年４月１日より施行するということで提案してございますけ

れども、改定率につきましては、一般家庭用、業務用ともに平均 13％での改定ということにな

ってございます。 

 次に２ページ。下水道整備事業と水洗化状況についてであります。まず、整備率であります

が、認可区域の面積に対する下水道整備済面積の比率を表とグラフで記載してございます。全

地域での平均では、平成 19 年度末で 72.35％となっております。未整備の区域というのは主に

人家の張りついていないところがほとんどでございます。 

 次、下水道の水洗化状況でございますが、グラフで区域外人口、区域内人口、水洗化人口の

推移を表示しておりますけれども、平成９年度以降、総人口については年々減少しております

が、下水道の区域内人口と水洗化人口は増加傾向となっております。 

 次、水洗化率でありますが、水洗化率は、整備区域内の人口に対する水洗化済人口の比率で

ありますが、19 年度末で全地域での平均を申し上げますと 92.2％となっております。地域別で

は、白老地区、石山地区、竹浦地区が 90％以上となっておりますが、虎杖浜地区につきまして

は、道路網の関係が私道が多いということで、直接、受益者がなかなか引っ張れない状況もち

ょっとございまして、66％と低い状況でございます。 

 次、３ページ、下水道事業特別会計収支状況の実績でございます。下水道事業会計の過去 10

年間の歳入・歳出の状況を棒グラフで表示しておりまして、中段のグラフ、累積決算額の推移

につきましては、主に累積赤字額の推移を示しております。平成 11 年度以降、ほとんどの年度

で累積赤字が発生しておりまして、累積赤字が増大してきております。この赤字の要因といた

しましては、過去に下水道を積極的に整備したことによる公債費の増大、一般会計繰入金の減

額、または使用料改定の遅れなどでございます。単年度の赤字の額につきましては、一番下の

表の右の段に示してございますけれども、累積赤字の合計額につきましては、平成 19 年度末で

５億 3,034 万 4,000 円となっております。 

 次、４番、下水道会計の収支見通しであります。４ページにつきましては、対策実施前の推

移見通しでございます。平成 20 年度以降、人件費対策も含めて、特に対策を講じなかった場合

の見通しを示しておりまして、一番下の収支の、さらに累積赤字の額で申し上げますと、平成

20 年度の累積赤字額６億 7,700 万円から、平成 28 年度末では 18 億 1,000 万円まで増加する見
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通しを試算してございます。特に対策を講じない場合でございます。 

 次、５ページでございますけれども、対策実施後の見通しでございます。対策といたしまし

ては６ページに記載しております、新財政改革プログラムに掲げました７項目の対策を実施し

た場合の財政見通しを５ページのほうに記載してございます。表の一番下、収支の累積赤字額

のところでございますけれども、対策を講じることによりまして、累積赤字額は年々減少し、

28 年度にはゼロとなるという試算を行ってございます。 

 次、７ページでございます。下水道使用料水量別比較一覧表でございますが、改定前と改定

後の水量別の金額を、月額を記載してございます。一般家庭用と業務用に分かれております。

改定率につきましては先ほどもご説明しましたけど、おおむね 13％です。ただ、端数の関係で、

ここに記載しておりますけれども、一般家庭用では 12.7％程度、業務用については 13％程度と

いうことになってございます。一般家庭用の平均で申し上げますと、平成 19 年度の１世帯当た

りの使用水量です、おおむね月 14 立方メートル、14 トンということでございます。網掛けし

てございますけれども、その平均的な部分での現行の月額 2,425 円に対しまして、改定後 2,734

円。１カ月当たり 309 円ですか。１年間で申しますと 3,708 円です。それが負担増ということ

になってございます。 

 あとは業務用の主に事業所関係の平均水量は、19 年度末では月大体 76 トンということでご

ざいますので、70 トン、80 トン、この辺が平均的な事業所の水量ということでとらえていただ

きたいと思います。 

 次、８ページの全道市町村の下水道使用料比較表でございます。全道 154 市町村、下水道を

使っているところです。これは、事業手法としては、農業関係の下水道とかいろいろございま

すけれども、一応それも全部含めてということでこの表をつくってございます。154 市町村の

うち、現在、白老町の水準につきましては、上から、高いほうから 65 番目ということになって

ございます。これは１カ月 20 トン使用した場合ということで、ちょっとほかの市町村と比較す

る部分で 10 トン単位での比較になってきますので、20 トン使用した場合ということでやって

ございます。これを改定率 13％ということで試算しますと、27 番目ということになります。一

応、全道の状況につきましてはそういうことでございます。今回の下水道使用料改定につきま

しての、概要の説明を終わらせていただきます。以上です。 

○委員長（玉井昭一君） 町側の説明が終わりました。 

これより質疑をお受けいたします。質疑のございます方はどうぞ。質疑ございませんか。 

12 番、松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君） この下水道は北海道でも早くやったほうだし、それから、普及率も大

変いいほうだと。しかしながら、下水道計画というのはやっぱり工事費に対して、そこから割

って各家庭からお金をもらうわけですよね。そこから割っていると思うのです、いずれにしろ。

当初の計画は。ですから、水道も事業に対してきちんと割っているから黒字になっているし、

下水道も本来そういう計算上で料金は設定したと思うのです。料金を事業費に対して。それが

これだけ狂うという大きな原因は何でどうとらえているのですか。 
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○委員長（玉井昭一君） 辻上下水道課長。 

○上下水道課長（辻 昌秀君） 下水道使用料の改定経過は１ページのほうに載ってございま

すけれども、かなり３から４年ごとにこれまでの改定ということになってございます。この改

定の理由というのは、前半のほうはやはり物価が上がることにより、いろいろな経費がかかる

よと。そういうことでの改定ということだったかと思いますけれども。それで今回、大きな赤

字の額が今後も見込まれますと、そういうことでお話ししましたけども、やはり、その一番の

大きな理由は、先ほどもご説明しましたけれども、積極的な事業を行ってきたことによる、元

利償還金が増大してきたということでございます。本来ですと、下水道事業というのは、市街

化区域、人口が集中している地区を主にやる手法ということで、し尿処理の手法としては一般

的に位置づけられていますけれども、白老の場合の特殊性で飛び地の宅地造成区域、一応それ

も下水道区域に入れたということによる、ある程度人の少ないところも幹線を通さなければな

らないと。また、末端の管も人口密度が少ないところへ入れなければならないと、そういうよ

うな区域も入れてきたということによって、やはり投資額が大きくなってきたということでご

ざいます。そういうことで先ほどちょっとご質問ありましたけれども、いろいろな想定の中で

下水道使用料というのは設定しますけれども、時々のそういう事業拡大の部分ではもっと早く、

やはりそういうものは見直すべきところもあったのかなと。一時、改定を見送ったようなとこ

ろもございます。そういうようなところでの料金水準の設定ということで、今回かなり上げざ

るを得ないという状況になってございます。 

○委員長（玉井昭一君） 12 番、松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君） 松田です。私は、下水道がなぜ、こんなに赤字になるのかなと思いま

す。今、課長が言った同じことを思っています。地域あげて悪いけど、例えば緑泉郷みたいな、

ああいうところにどんどんスピード上げたよね。あそこのところのスピードをもっと緩めて、

ゆっくりやれば、私はこんなにならなかったなとは思っています。 

 それからもう一つは、やっぱり普及率だよね。少なくてもやっぱり虎杖浜も北吉原もそうな

のですが、普及率が悪いですよね。やっぱりここのところにもう少し、何とか力入れてやるべ

きだなと思うのです。そして、北吉原というのは結構地域が大きくて、別荘もあるし、柏洋団

地もみな北吉原ですから。やっぱり普及率にもう少し、料金改定ばかりではなく、普及率も 15

ぐらい上げれば相当いくと思うのだけども。この辺もう少し上げる努力をしていると思うので

すけども、やっぱりもうちょっと上げるべきだと思うのです。例えば、来ない地区あるのです

よね、これからやめた地区とかもありますよね。行かない地区もある。この人方から言わすと、

我々ほしいのに、せっかくついているところになぜ普及率が上がらないのだという意見もある

のですよ。ですから、やっぱり普及率を上げるということをもう少し努力するということが、

町民の意識というか、住民の意識というかね、その辺もあるのだろうけれども、お金もかかる

のだけれども、その辺がまた大事だと思うのですけどね。もうちょっと上げる努力をすべきだ

なと思うのです。 

○委員長（玉井昭一君） 辻上下水道課長。 
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○上下水道課長（辻 昌秀君） 確かにおっしゃるとおり、普及率というのは、もう今すぐに

でもつなげられる区域でつなげていただいていないということでのこの数字ということになっ

ています。この辺で北吉原と温泉の区域で、別荘等をお持ちでということでそれほど頻繁に使

わない、あるいは、以前もう既に、合併浄化槽ではない形ですけれども、通常の浄化槽をつけ

られて、し尿のほうは処理されているとか、そういういろいろな事情で進んでいない部分です。

私、その後も少しでも今回の対策の中では普及率を上げるというのを課題にしておりますので、

働きかけを行っているのですけども、なかなか数字としては出てこないと。 

あと虎杖浜につきましては、やっぱり虎杖浜の特殊性といいますか、公道から実際、各個人

の家までの間に私道がかなりあると。町道認定の基準とかそういうもので幅員がなかなか確保

できないということで、そういうようなところ。あるいは、人の土地を通っていかないと出入

りをそういう形でしているということで、実際の通行等は生活の上では通行しているのでしょ

うけれども、今度、下水道の引き込み管を各個人の方が入れていただくとなると、土地の所有

者の同意を得て、承諾をいただいていかなければならないと。そういうことから、こういうよ

うな状況になっています。この辺を町でできないかという話はあるのですけれども、ただ、実

際、途中通る所有者が代わられてしまうと、なぜ、ここに入れているのだと、撤去してくれと

いうような話も出てきますので、やはりここのところは、地域の方の中でそれぞれ協議いただ

いて、了解得てということでないとなかなか進まないのかなと。それにしましても、ここの普

及率を上げるというのは収入に結びついてくる部分ですので、これまでも一応働きかけしてご

ざいますので、より一層進めていきたいと思います。 

○委員長（玉井昭一君） 12 番、松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君） 虎杖浜地区の方々の普及率が少ないのは、本当に今、課長が言ったと

おりなのです。だから、地下１メートル以下は引っ張れるとか、他人の土地でも。なんかそう

いう条例をつくったりしてやらなかったら虎杖浜はあと道路つくるしかないのだから。あそこ

の裏通りの道路はなかなか複雑で、もうすごく絡み合っているのだけども。何かそういう条例

か何かつくったらどうかな。１メートル以下は下水道通すだとかね。あとは道路つくってやる

しかないのですよね、実際問題。だけど、そんなことでもしてやらないと、せっかく快適な、

本当に文化生活、快適生活が目の前にしてね、本当に残念な方々たくさんいると思うのです。

そんなことからいっても、何とかそんな方法ってないものかね。 

○委員長（玉井昭一君） 辻上下水道課長。 

○上下水道課長（辻 昌秀君） 私道の部分は民法で通行権等の保証がされて、特に工作物も

ないということで、通行する分についてはということでは確保されていると思うのですけれど

も。やはり地下に埋まってくる管というのは、また今度その土地を次に買われた方が何か建物

を建てたときにやっぱり必要になってくるということで、これは当然そういう条件つきで売買

していただくとかしなければ、今度使っている方もその権利が保障されないということです。

その条例化できないかという部分は、私どもはちょっとそこまでの検討はしていませんので、

今後、検討課題ということで検討してみたいと思うのですけども。中には所有者が代わると、
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逆に町のほうにお金を払えとか、そういうようなことも心配される部分もありますし、そうい

うことも含めてちょっと検討していきたいと思います。 

○委員長（玉井昭一君） ほか、ございませんか。ありませんね。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（玉井昭一君）  それでは、質疑がないようですので、これ以上の質疑がなければ、

連合審査会による質疑を終結することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（玉井昭一君）  ご異議なしと認めます。 

                                         

◎閉会の宣告 

○委員長（玉井昭一君） 本連合審査会はこれをもって閉会いたします。 

（午前１１時５３分） 


